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少しでも社会貢献できるよう努めて参りますので、会員の

入会挨拶

皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
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㈱明電舎北陸支店長
つばきはら

まさひろ

椿 原 正浩
このたび入会を承認いただきメン
バーに加えていただくこととなりま
した。㈱明電舎北陸支店長の椿原正
浩でございます。今回会員の皆様と
のご縁により入会させていただくこ
とになりました。クラブ創立60周年
という節目の年に入会となり誠に光
栄です。
弊社の北陸支店は1950年（昭和25年）金沢に北陸出張
所として開設（地方の営業拠点としては、その前年開設の
大阪事務所に次ぐ歴史があります）。私で18代の支店長と
なります。
私の生まれは北海道網走市、世界遺産知床半島がある
道東の斜里町で育ちました。入社後は北海道支店（札幌
市）に配属され社会人人生をスタート、本社（東京都）勤
務を経て東関東支店（千葉市）関西支社（大阪市）中部支社
（名古屋市）そして現在の金沢と各地で沢山の人と出会い、
多くの経験が出来たことは今も財産であり、現在も交流を
続けています。単身赴任生活も延べ14年を過ぎましたが、
今のところ健康に生活できております。以前、大阪時代に
金沢出身の方から「ご出身は金沢ですか？」と聞かれたこ
とがあります。理由は金沢に「椿原天満宮」があるからと
のことでした。その時にはまさか金沢勤務になるとは思っ
てもいなかったのですが、着任後すぐに参拝に、金沢には
縁があったのかも知れないと思っています。３年前、新幹
線開業時の賑わいに立ち会えたこともいい経験です。敦賀
までの延伸工事も担当出来ることになりましたのでよろし
くお願い致します。

今後はローターリークラブメンバーとしての活動を通じ

末筆ながら、クラブ及び会員皆様の益々の発展を願い挨
拶といたします。
4 月理事役員会報告（4 月 9 日）
1．台湾東部地震義援金の報告
・例会義捐金BOXで49,000円、ニコニコBOXより
55,000円の計104,000円をガバナー事務所へ送金
（＠千円を目途）
2．米山奨学生受入・カウンセラーの件…承認
・李 佳妮（り かじ）…29歳、中国遼寧省大連市出身
金沢美術工芸大学博士課程美術工芸専攻、
月14万円奨学金を支給
・カウンセラーを向井健夫会員に委嘱
3．退会者の件…承認
・大倉 彰会員…転勤のため、3/19付で退会。
・星 忠利会員…転勤のため、3/19付で退会。
・川杉朋弘会員…転勤のため、3/26付で退会。
・大石泰正会員…転勤のため、3/30付で退会。
・成島 孝会員…転勤のため、4/04付で退会。
4．新会員候補者の件…承認。全会員に通知する。
・椿原丈士氏…
東京海上日動火災保険㈱金沢支店長（S43.1.11生 50歳）
（職業分類：損害保険 推薦人：徳野与志一、竹松俊一）

・為廣 薫氏…
㈱ためひろ代表取締役（S55.8.3生 37歳）

（職業分類：食料品製造販売 推薦人：岩木弘勝、木藤衣妃子）

・長渡史将氏…
日本生命保険（相互）金沢支社長（S46.2.13生 47歳）
（職業分類：生命保険 推薦人：別川 稔、小池田康秀）

5．5月14日 献血事業の件
・近江町十間町広場がパーキング工事に伴う仮設店
舗の設置で使用できないため、かなざわはこまち3
Ｆ「献血ルーム ル･キューブ」の定休日を変更して、
会場変更することになった。

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

会務報告
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4 月 16 日（月）例会

❖

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
4 月16日		 北造園㈱専務取締役
きた
そういちろう
		 北 総一朗氏（金沢東RC）
		 「art photographの世界」

根布…誕生日のお祝いをありがとうございました。歳を重
ねるってすごいことですね。指折り数えてもなかな
か追いつきませんでした。
荒木…誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。
身体に気をつけて、もう少し頑張ります。
若林…結婚記念日に素敵なお花をありがとうございます。
能登…結婚記念日のお祝いをありがとうございます。SA A
の紹介で気付き、慌ててニコニコと。
木屋…先日のグリーン会で2位に入賞できました。参加いた
だいた皆様、ありがとうございました。次回は6／9で
す。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
合計

■例会卓話予定
4 月23日		
		
		
5 月 7日		
		
5 月14日		

大和証券㈱金沢支店長
市川元久氏（金沢東RC）
「大和証券の変化と睡眠マネジメント」
しおばらしんたろう
石川県赤十字血液センター所長 塩原信太郎氏
「血液事業の現状」
ANAホリデイ・イン金沢スカイ総支配人

		
		
5 月21日		
5 月25日		
		
6 月 4日		
6 月11日		
		
6 月18日		
6 月25日		

久米 剛 氏（金沢東RC）
「未定」
休会
金沢東RC 60周年特別例会
（金沢21世紀美術館）
60周年慰労例会
交換学生 Brooke ALMQUISTさん
「母国の紹介他」
休会
会長・幹事退任挨拶

いちかわもとひさ

く

め
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4 月 9 日（月）例会報告

和田…卓話の時間をいただきました。30年前に「矯正歯
科」の紹介をさせていただき、血なまぐさいスライド
を出して、先輩から「食後にはふさわしくない」とお
叱りを受けました。
不室…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。
何と77回目の誕生日になりました。感無量です。今後
共、よろしく。
浅田裕久…後期高齢者もまだまだお元気な先輩が大勢い
らっしゃいます。もうしばらく元気でありたいと思っ
ていますので、よろしくお願いいたします。
高桑秀治…お蔭様で4月2日、満70歳の誕生日を迎えること
ができました。感謝、感謝の気持ちでいっぱいです。

Sing, everyone, sing.
Sing, everyone, sing.
Let's get together in all
kinds of weather
and sing, everyone, sing.
Smile, everyone, smile.
Smile, everyone, smile.
All of your troubles will
vanish like bubbles.
so smile, everyone, smile.

４月は母子の健康月間です
〈 例会メニュー 〉
4/16 〈洋食〉牛フィレ肉のグリル三種野菜のチーズ焼き添えブール カフェ・ド・パリの香り
4/23 〈中華〉刺激的香る四川料理
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■出席率報告
3 月26日
3 月19日

56 ／ 96
72 ／ 96

つよし

■ ニコニコ Box（敬称略）

1,374,450円

ホームクラブ 58.33%
補正出席率
75.00%
（出席免除会員5名）

◆金沢東RC 60周年特別例会「継魂新才」
日時：2018年5月25日（金）14:30〜受付開始
15:00〜16:00 記念講演会
「北陸新幹線とまちづくり」 前金沢市長
16:15〜17:00 60周年特別例会
17:15〜18:00 レセプションパーティー
18:30〜21:00 大懇親会

山出

保氏

会場：記念講演会・特別例会・レセプション
金沢21世紀美術館

大懇親会

かなざわ石亭

会費：会 員…不要
配偶者…10,000円
（大懇親会ご参加の方のみいただきます）

※5/21（月）及び5/28（月）は休会です。
◆第６回 60周年実行委員会
日 時：4月16日（月） 13:40〜
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18F
◆次年度打合せ会
日 時：4月17日（火） 18:30〜
場 所：六角堂Grill & Bar
◆米山カウンセラーオリエンテーション
日 時：4月21日（土） 14:00〜18:00
場 所：ホテル金沢
会 費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：向井
◆地区研修・協議会
日 時：4月22日（日） 13:00〜17:00
場 所：富山県民会館「大ホール」
登録料：4,000円（クラブ負担）
出席義務者：特別出席者、次期会長、幹事、会計、各委員長、
新会員
◆次年度第１回クラブ協議会
日 時：4月23日（月） 13:40〜
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18F
議 件：次年度クラブ活動の件
出席義務者：次年度理事、役員、各委員長
◆4月親睦委員会
日 時：4月26日（木） 18:30〜
場 所：長谷川亭
会 費：10,000円

